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この「操作設定ガイド」は、セキュアコネクション（無料版）をご利用の方向けのガイドです。

お使いになる前に

1章 お使いになる前に

1章
このガイドは、Windows 10を搭載したパソコンでの操作方法を元に記載されています。
Windowsのバージョンやパソコンの種類により、画面デザインや操作手順が異なる場合があります。
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カスペルスキー セキュアコネクションとは1章-1

人が多く集まる公共の交通機関やカフェ、ホテルでは、無料Wi-Fiスポットを設置しているところが増えてきています。
外出先や旅先でパソコンをネットワークにつなぎたいときなど、無料Wi-Fiスポットがあれば手軽にネットワークに接続できるので大変便利です。
一方で、無料Wi-Fiスポットには危険もあります。パスワードが設定されていない、通信が暗号化されていないなど、ぜい弱なWi-Fiスポットを利用
すると、通信データを盗み取られる危険性があります。

カスペルスキー セキュアコネクションは、Wi-FiスポットなどのWi-Fiネットワークを使用した通信を暗号化して、大切な情報やプライバシーを保護
します。

 ▶ VPNで通信を保護します
VPN（仮想プライベートネットワーク）は、通信データを暗号化して安全に通信できるようにする技術です。セキュアコネクションで通信を保護すると、
パソコンはVPNの仮想サーバーを経由してインターネットに接続します。パソコンと仮想サーバーの間の通信は暗号化されるので、いわば仮想のト
ンネルの中でデータを送受信し、通信内容の盗み見や改ざんといった被害を防ぐことができます。また位置情報やIPアドレスなどの情報が取得される
のを防ぎ、Webの閲覧行動を追跡するようなサービスからプライバシーを守ります。

無料版と有料版の違い
本製品には、「無料版」と「有料版」があります。

  無料版には、以下の制限があります。
－ 保護するデータ通信量の容量の制限
－ 通信を保護するときに経由する仮想サーバーの国・地域が選択できない 

（仮想サーバーの国・地域は自動的に選択され、手動での変更ができません。）
  ライセンスを購入し有料版に移行すると、制限が解除されます。
－ 保護するデータ通信量が無制限になる
－ 通信を保護するときに経由する仮想サーバーの国・地域を手動で設定できる
  有料版の詳細については、本製品のヘルプをご覧ください。

！ カスペルスキー セキュアコネクションの使用は、各国の法律により規制されます。各国の法律を遵守し、本来の目的でのみ使用してください。
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メイン画面を表示する1章-2

初期設定では、Windowsの起動時にセキュアコネクションが自動的に起動します。
起動すると、デスクトップの右下にある通知領域にカスペルスキー セキュアコネクションのアイコン  が表示されます。
デスクトップのショートカットアイコン  をダブルクリックすると、メイン画面が表示されます。
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オンラインヘルプを参照する1章-3
操作画面や機能に関するヘルプを、お使いのパソコンの画面で確認することができます。

1 		タスクトレイにある  アイコンの右クリックメニューから 
 ［ヘルプ］を選択する
お使いのパソコンの画面にオンラインヘルプが表示されます。

①

②

③



2章

2章 カスペルスキー セキュアコネクションの実行と設定

カスペルスキー セキュアコネクションの
実行と設定
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通信を保護する2章-1

安全性の低いWi-Fiに接続したときに表示される通知をクリックし、保護を有効にする
Wi-Fiネットワークに接続するとき、カスペルスキー セキュアコネクションが安全性をチェックします。
接続しようとしているWi-Fiネットワークが安全でない場合、保護を有効にするよう促す通知が表示されます。

［保護をオンにする］をクリックすると、通信が保護されます。
通信の保護が有効になると、通知領域のアイコンが白色  から緑色  に変わります。
また、接続したWi-Fiネットワークと、通信を保護するために経由する仮想サーバーの国や地域が通知されます。

！ 無料版では、通信を保護した状態を維持できる1日当たりの通信量が制限されています。
詳しくは、P.10 「1日の通信データ使用状況を確認する」をご覧ください。

［今後も同じ処理をこのWi-Fiネットワークに適用］チェックボックスを「オン」  にすると、ここで選択したWi-Fiネットワークの設定が本製品に保存されます。 
「保護をオンにする」を選択した場合、今後同じWi-Fiネットワークに接続すると、自動的に保護が有効になります。
設定を変更したい場合は、P.15 「接続したことのあるWi-Fiネットワークの保護設定を管理する」をご覧ください。
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手動で保護を有効にする
メイン画面を表示する1

メイン画面中央のスイッチをクリックし、オン  にする
通信の保護が開始されます。
通信の保護が有効になると、通信を保護するために経由する仮想サーバーの国や地域がメイン画面に表示されます。

2

通信の保護が有効になると、通知領域のアイコンが白色  から緑色  に変わります。

経由する仮想サーバーの
国／地域

！ 無料版では、通信を保護した状態を維持できる1日当たりの通信量が制限されています。
詳しくは、P.10 「1日の通信データ使用状況を確認する」をご覧ください。

［今後も同じ処理をこのWi-Fiネットワークに適用］チェックボックスを「オン」  にすると、ここで選択したWi-Fiネットワークの設定が本製品に保存されます。 
「保護をオンにする」を選択した場合、今後同じWi-Fiネットワークに接続すると、自動的に保護が有効になります。
設定を変更したい場合は、P.15 「接続したことのあるWi-Fiネットワークの保護設定を管理する」をご覧ください。
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 ▶ 詳しい使用状況を確認する
マイ カスペルスキーに接続している状態で、タスクトレイにある 

 アイコンの右クリックメニューから［統計］を選択します。
マイ カスペルスキーのサイトで、詳しい使用状況を確認することができます。

現在の使用量／
1日当たりの使用可能量

1日の通信データ使用状況を確認する
セキュアコネクションの無料版では、使用できる1日当たりのデータ量を超えると、 
通信の保護を有効にできなくなります。
1日当たりの使用可能量と現在の使用量は、メイン画面で確認することができます。

現在の使用量／ 
1日当たりの使用可能量

有料版では1日の使用制限が解除されるため、この項目は表示されません。

マイ カスペルスキーに接続するには、マイ カスペルスキーにログイン
する必要があります。
詳細は、P.21「3章-2 マイ カスペルスキーにログインする／アカウン
トを作成する」をご覧ください。
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 ▶ 1日の使用制限量を超えると
制限を超えたことを通知する画面が表示されます。
画面に記載されている制限時間が経過すると、再び通信の保護を有効に 
することができます。
制限を解除して使用するにはライセンスを購入し、本製品をアクティベート 
してください。 
ライセンスの購入手順については、P.20「3章-1 本製品のライセンスを購入する」
をご覧ください。



12

保護を解除する
メイン画面のスイッチをクリックし、オフ  にします。

保護が解除されると、通知領域のアイコンが緑色  から白色  に変わります。
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保護の設定を変更する2章-2
カスペルスキー セキュアコネクションの保護の設定を変更し、カスタマイズすることができます。
ここでは、次の2項目の設定について説明します。

  起動したときに通信を保護する
  接続したことのあるWi-Fiネットワークの保護設定を管理する

上記以外の詳しい設定については、本製品のヘルプをご覧ください。

セキュアコネクションを起動したときに自動的に通信を保護する
1 		メイン画面を表示する

2 		メイン画面左の  をクリックする
［設定］画面が表示されます。
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4 		［カスペルスキー セキュアコネクションの起動時に 
 保護された通信をオンにする］をクリックし、オン  にする

 

VPNサーバーを選択

無料版では「無料版向け」で固定されています。

有料版の場合は、クリックして表示されたリストから、通信を保護するために 
経由する仮想サーバーの国や地域を指定することができます。

オンになったときに通知する

「オン」  にすると、保護された通信が有効になったときに通知が表示されます。



15

5 		設定が終わったら、画面左上の  をクリックして 
 メイン画面に戻る

接続したことのあるWi-Fiネットワークの保護設定を管理する
これまでに接続したことのあるWi-Fiネットワークについて、通信を保護する／しないを手動で設定できます。

1 		メイン画面を表示する

2 		メイン画面左の  をクリックする
設定画面が表示されます。

3 		スマートプロテクション］エリアの［設定］をクリックする 
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4 		［既知のWi-Fiネットワーク］をクリックする
 接続したことのあるWi-Fiネットワークが表示されます。

5 		設定するWi-Fiネットワークを選択し、［編集］をクリックする
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6 		選択したWi-Fiネットワークに接続したときの動作を設定する

指定しない
選択したWi-Fiネットワークに接続するときは、基本
ルールが適用されます。初期設定では、ネットワーク
が安全でないと判断された場合、通知が表示されます。

保護された通信をオンにする

選択したWi-Fiネットワークに接続すると、 
自動的に通信を保護します。
オンになったときに通知する： 「オン」  にすると、

保護された通信が有効
になったときに通知が
表示されます。

何もしない 選択したWi-Fiネットワークに接続しても、 
通信の保護を開始しません。

7 		設定が終わったら［保存］をクリックする

8 		画面左上の  をクリックしてメイン画面に戻る
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セキュアコネクションを終了する2章-3

通知領域のアイコン  を右クリックして、［終了］をクリックすると、セキュアコネクションが終了します。

 ▶ 通知領域にカスペルスキーのアイコンが表示されていない場合は
［隠れているインジケーターを表示します］をクリックします。 
表示されたアイコンから  を右クリックし、［終了］をクリックします。

セキュアコネクションを起動する場合は、メイン画面を表示する操作を行います。 
詳しくは、P.5「1章-2 メイン画面を表示する」をご覧ください。

①

②
③



付録3章

3章 付録
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本製品のライセンスを購入する3章-1
セキュアコネクションの無料版から有料版へ切り替える場合や、有料版のライセンスが切れてしまった場合は、 
セキュアコネクションのライセンスを購入してください。

1 		メイン画面下の［アップグレード］をクリックする
お使いのパソコンにセキュアコネクションの購入画面が表示されます。 
画面の案内に従い操作してください。
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マイ カスペルスキーにログインする／アカウントを作成する3章-2
マイ カスペルスキーは、お使いのパソコンやモバイル端末のセキュリティを一括で管理できるオンラインサービスです。
無料版から有料版に切り替えるときや、詳細な使用状況を確認するときは、マイ カスペルスキーへの接続が必要です。
下記の手順でマイ カスペルスキーにログイン、またはアカウントを作成すると、お使いのパソコンにインストールされている本製品が 
マイ カスペルスキーに接続されます。

マイ カスペルスキーのアカウントをお持ちの場合
1 		メイン画面を表示する

2 		メイン画面左の  をクリックする
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3 		［ログイン］をクリックする

4 		アカウント（メールアドレス）とパスワードを入力し、 
 ［ログイン］をクリックする
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マイ カスペルスキーのアカウントをお持ちでない場合
1 		メイン画面を表示する

2 		メイン画面左の  をクリックする

3 		［ログイン］をクリックする
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4 		［アカウントを作成］をクリックする
 

5 		アカウント（メールアドレス）とパスワードを指定し、 
 ［続行］をクリックする

  パスワードは8文字以上で、数字を1つ以上、アルファベットの大文字と小文字
1字以上を含んでいる必要があります。

  カスペルスキーからお届けする製品情報やお得なキャンペーン情報などの
メール配信を希望する場合は、チェックを「オン」  にしてください。

①

②
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6 		地域と言語が「日本 - 日本語」に設定されていることを確認し、 
［続行］をクリックする

7 		［閉じる］をクリックする
アカウント作成後しばらくすると、仮登録したメールアドレスに 
確認メールが届きます。

8 		メールに記載されたURLリンクをクリックして、マイ カスペルスキーのアカウントを有効化する
 マイ カスペルスキーのアカウント登録が完了します。
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1 		本製品を終了する
 通知領域にあるアイコン  を右クリックして、［終了］をクリックすると、 
 セキュアコネクションが終了します。
 詳しくは、P.18「2章-3 セキュアコネクションを終了する」をご覧ください。

2 		コントロールパネルを表示する
 ▶ Windows 10の場合：
① ［スタート］→［Windowsシステムツール］→［コントロールパネル］の順にクリックする。
② ［プログラムのアンインストール］をクリックする。
③ 表示されたアプリの一覧の中から「カスペルスキー セキュアコネクション」を右クリックする。
④ ［アンインストールと変更］をクリックする。 

画面の案内に従って操作し、アンインストールのウィザード画面を表示します。

3章-3 本製品をアンインストールする

②

③
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 ▶ Windows 8.1の場合：
① ［すべてのアプリ］画面を表示し、［コントロールパネル］を選択する。 

または、「Windows」キー+「i」キーを押してチャームを表示し、［設定］>［コントロールパネル］を選択する。
② ［プログラムのアンインストール］をクリックする。
③ 表示されたアプリの一覧の中から「カスペルスキー セキュアコネクション」を右クリックする。
④ ［アンインストール］をクリックする。 

画面の案内に従って操作し、アンインストールのウィザード画面を表示します。

 ▶ Windows 7の場合：
① ［スタート］>［コントロールパネル］を選択する。
② ［プログラムのアンインストール］をクリックする。
③ 表示されたアプリの一覧の中から「カスペルスキー セキュアコネクション」を右クリックする。
④ ［アンインストールと変更］をクリックする。 

画面の案内に従って操作し、アンインストールのウィザード画面を表示します。

3 		ウィザードが起動したら、［次へ］をクリックする

お使いの環境によって、［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、 
［はい］または［許可］をクリックしてください。
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4 		本製品の動作設定を保存する場合はチェックを「オン」  にして、 
 ［次へ］をクリックする

あとで再インストールする可能性がある場合は、「オン」  にするとパソコン内に 
設定データを残しておくことができます。

5 		［削除］をクリックする
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6 		再起動を促すメッセージが表示されたら、［はい］をクリックする
 パソコンが再起動します。
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商標について3章-4
プログラムに表示、記載されている各社の会社名、製品名などの商標または登録商標は、その使用を認めた権利者に帰属します。

  カスペルスキー、KasperskyはKaspersky Labの商標または登録商標です。
  Microsoft、Microsoft Edge、Windowsは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
  その他記載された会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標、もしくは弊社の商標です。なお本文中は®、™マークは記載していません。
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